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都道府県 学校名 学部名 学科・コース名 認定校ID
北海道 東海大学 国際文化学部 地域創造学科 U060
北海道 星槎道都大学 経営学部 経営学科 U079

北海道 北星学園大学 文学部、経済学部、社会福祉学部
英文学科、心理・応用コミュニケーション学科、経済学科、経営情報学科、経済法学
科、福祉計画学科、福祉臨床学科、福祉心理学科 U123

北海道 北海道教育大学岩見沢校 教育学部 芸術・スポーツ文化学科　スポーツ文化専攻 U149
北海道 札幌国際大学 スポーツ人間学部 U159
北海道 北翔大学 生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 U169
北海道 北翔大学 生涯スポーツ学部 健康福祉学科 U218
青森県 青森大学 総合経営学部、社会学部 U100
青森県 八戸学院大学 健康医療学部 人間健康学科 U174
岩手県 富士大学 経済学部／経営法学科 U088
岩手県 岩手大学 人文社会科学部 U246

宮城県 仙台大学 体育学部
体育学科、健康福祉学科、運動栄養学科、現代武道学科、スポーツ情報マスメディ
ア学科、子ども運動教育学科 U030

宮城県 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 U250
秋田県 秋田大学 教育文化学部 U138
山形県 山形大学 地域教育文化学部 地域教育文化学科（文化創生コース） U230
福島県 福島大学 人間発達文化学類 スポーツ・芸術創造専攻 U009
茨城県 筑波大学 体育専門学群 U001
茨城県 茨城大学 教育学部 人間環境教育課程、学校教育教員養成課程 U041
茨城県 筑波大学大学院 人間総合科学研究科、人間総合科学学術院 U054
茨城県 流通経済大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科、スポーツコミュニケーション学科 U109
茨城県 流通経済大学 法学部・社会学部・流通情報学部・経済学部 U115
茨城県 日本ウェルネススポーツ大学 スポーツプロモーション学部 U211
栃木県 作新学院大学 経営学部 スポーツマネジメント学科 U111
栃木県 佐野日本大学短期大学 総合キャリア教育学科 U180
栃木県 帝京大学（宇都宮） 医療技術学部 柔道整復学科 U195
栃木県 白鴎大学 教育学部 発達科学科スポーツ健康専攻 U228
群馬県 関東学園大学 経済学部 経営学科 U097
群馬県 上武大学 ビジネス情報学部 スポーツ健康マネジメント学科 U121
群馬県 育英短期大学 現代コミュニケーション学科 U207
群馬県 育英大学 教育学部 教育学科 U255
埼玉県 武蔵丘短期大学 健康生活学科 健康スポーツ専攻 U012
埼玉県 早稲田大学 スポーツ科学部 U037
埼玉県 大東文化大学 スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 U085
埼玉県 尚美学園大学 総合政策学部 U107
埼玉県 城西大学 経営学部、現代政策学部 マネジメント総合学科、社会システム学科 U122
埼玉県 女子栄養大学 栄養学部 U146
埼玉県 東京国際大学 人間社会学部 人間スポーツ学科、スポーツ科学科 U203
埼玉県 日本薬科大学 薬学部 医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース） U214
埼玉県 駿河台大学 現代文化学部 現代文化学科（スポーツ文化コース） U221
埼玉県 駿河台大学 経済経営学部、法学部 経済経営学科、法律学科 U222
埼玉県 平成国際大学 スポーツ健康科学部 U245

埼玉県 大東文化大学
文学部、経済学部、外国語学部、法学部、国際関係
学部、経営学部、スポーツ・健康科学部、社会学部 健康科学科、看護学科 U247

埼玉県 立教大学 コミュニティ福祉学部 スポーツウエルネス学科 U249
埼玉県 駿河台大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科 U268
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千葉県 順天堂大学 スポーツ健康科学部 U008
千葉県 国際武道大学 体育学部 武道学科、体育学科 U017
千葉県 城西国際大学 経営情報学部 総合経営学科 U084
千葉県 了德寺大学 健康科学部 整復医療・トレーナー学科 U124
千葉県 東京情報大学 総合情報学部 U176
千葉県 帝京平成大学（千葉） 健康医療スポーツ学部 U184
千葉県 麗澤大学 経済学部 U217
千葉県 聖徳大学 児童学部 児童学科 U258
東京都 日本女子体育大学 体育学部 U004
東京都 国士舘大学 体育学部 体育学科、武道学科 U005
東京都 東京女子体育大学 体育学部 体育学科 U019
東京都 東京学芸大学 教育学部 U020
東京都 東京女子体育短期大学 保健体育学科 U023
東京都 日本体育大学 体育学部 U025
東京都 日本大学 文理学部 体育学科 U035
東京都 帝京平成大学（池袋） ヒューマンケア学部 U055
東京都 法政大学 スポーツ・サイエンス・インスティテュート U074
東京都 帝京大学短期大学 人間文化学科、現代ビジネス学科 U082
東京都 帝京大学 医療技術学部、経済学部 スポーツ医療学科、経営学科 U091
東京都 東洋大学 ライフデザイン学部 健康スポーツ学科 U105
東京都 和光大学 現代人間学部 人間科学科 U129
東京都 桜美林大学 健康福祉学群 U145
東京都 東洋学園大学 人間科学部 U164
東京都 東京成徳大学 応用心理学部 健康・スポーツ心理学科 U168
東京都 東京有明医療大学 保健医療学部 U170
東京都 法政大学 スポーツ健康学部 U171
東京都 東京女子体育短期大学 児童教育学科 U172
東京都 明星大学 教育学部 教育学科 U179
東京都 拓殖大学 商学部、政経学部、国際学部 経営学科、国際ビジネス学科、会計学科、法律政治学科、経済学科、国際学科 U186
東京都 帝京科学大学 医療科学部 東京柔道整復学科、東京理学療法学科 U193
東京都 日本体育大学 児童スポーツ教育学部 児童スポーツ教育コース U209
東京都 帝京平成大学（中野） 現代ライフ学部 U210
東京都 日本大学 スポーツ科学部 U233
東京都 亜細亜大学 経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 U238
東京都 文教大学 情報学部、国際学部、経営学部 U263
東京都 日本体育大学 スポーツ文化学部 U266
東京都 帝京大学 教育学部 教育文化学科　初等教育学科 U269
東京都 朝鮮大学校 体育学部 U270
神奈川県 東海大学 体育学部 U027
神奈川県 専修大学 経営学部、商学部、法学部 経営学科、マーケティング学科、法律学科、政治学科 U110
神奈川県 田園調布学園大学 子ども未来学部 U128
神奈川県 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 U151
神奈川県 國學院大學 人間開発学部 健康体育学科 U161
神奈川県 日本体育大学 保健医療学部 整復医療学科 U248
神奈川県 専修大学 文学部 U257
神奈川県 横浜商科大学 商学部 経営情報学科（スポーツマネジメントコース） U261
神奈川県 日本体育大学 スポーツマネジメント学部 U265
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神奈川県 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 U271
新潟県 新潟医療福祉大学 健康科学部 健康スポーツ学科 U077
新潟県 新潟経営大学 経営情報学部 U089
富山県 富山大学 人間発達科学部 人間環境システム学科 地域スポーツコース U075
石川県 金沢学院大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科 U090
石川県 金沢星稜大学 人間科学部 スポーツ学科 U118
福井県 福井工業大学 スポーツ健康科学部 U241
福井県 福井医療大学 リハビリテーション学科 U244
山梨県 山梨大学 教育学部 U053
山梨県 山梨学院大学 経営学部 U134
山梨県 山梨学院大学 スポーツ科学部 U234
長野県 松本大学 人間健康学部 スポーツ健康学科 U156
岐阜県 岐阜大学 教育学部 保健体育講座 U036
岐阜県 岐阜協立大学 経営学部 スポーツ経営学科 U103
岐阜県 東海学院大学短期大学部 幼児教育学科 U185
岐阜県 東海学院大学 健康福祉学部、人間関係学部 総合福祉学科、子ども発達学科 U231
岐阜県 中部学院大学 スポーツ健康科学部 U236
岐阜県 朝日大学 保健医療学部 健康スポーツ科学科 U253
静岡県 静岡大学 教育学領域、地域創造学還 生涯スポーツ専攻 保健体育教育専修／スポーツプロモーションコース U047
静岡県 静岡産業大学 経営学部 経営学科、スポーツ経営学科、心理経営学科 U059
静岡県 常葉大学 健康プロデュース学部 心身マネジメント学科 U108

愛知県 中京大学 スポーツ科学部
スポーツ健康科学科、競技スポーツ科学科、スポーツ教育学科、トレーナー学科、ス
ポーツマネジメント学科 U007

愛知県 至学館大学 健康科学部 健康スポーツ科学科 U013
愛知県 至学館大学短期大学部 体育学科、専攻科 U014
愛知県 東海学園大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 U064
愛知県 愛知教育大学 教育学部 学校教員養成課程義務教育専攻保健体育専修 U068
愛知県 星城大学 経営学部 経営学科スポーツマネジメントコース U081
愛知県 愛知学院大学 心身科学部 健康科学科 U083
愛知県 愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科 U086
愛知県 愛知東邦大学 経営学部 地域ビジネス学科 U099
愛知県 名古屋学院大学 スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 U178
愛知県 中部大学 生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 U189
愛知県 愛知淑徳大学 健康医療科学部 スポーツ・健康医科学科　スポーツ・健康科学専攻 U191
愛知県 愛知大学 地域政策学部 U198
愛知県 名古屋経済大学 経済学部、経営学部、法学部、人間生活科学部 現代経済学科、経営学科、ビジネス法学科、管理栄養学科 U216
愛知県 名古屋産業大学 現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 U223
愛知県 名古屋学院大学 スポーツ健康学部 こどもスポーツ教育学科 U225
愛知県 大同大学 情報学部 総合情報学科 U232
愛知県 日本福祉大学 スポーツ科学部 U237
三重県 三重大学 教育学部 U043
三重県 四日市大学 経済学部、総合政策学部、環境情報学部 U093
三重県 鈴鹿大学 国際人間科学部、国際地域学部、こども教育学部 U120
三重県 皇學館大学 教育学部 U165
滋賀県 びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 スポーツ学科 U066
滋賀県 立命館大学 スポーツ健康科学部 U177
滋賀県 びわこ学院大学 教育福祉学部 スポーツ教育学科 U264
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京都府 京都教育大学 教育学部 体育領域専攻 U034
京都府 京都産業大学 全学共通教育ｾﾝﾀｰ U069
京都府 同志社大学 U076
京都府 明治国際医療大学 鍼灸学部 鍼灸学科 U141
京都府 明治国際医療大学 保健医療学部 柔道整復学科、救急救命学科 U142
京都府 龍谷大学 経済学部、経営学部、法学部、政策学部 スポーツサイエンスコース U155
京都府 京都教育大学 教育学部 U194
京都府 京都先端科学大学 健康医療学部 健康スポーツ学科 U220
京都府 京都光華女子大学 健康科学部 健康栄養学科　健康スポーツ栄養専攻 U256
大阪府 大阪体育大学 体育学部 U003
大阪府 関西医療大学 保健医療学部 鍼灸・スポーツトレーナー学科、ヘルスプロモーション整復学科 U026
大阪府 大阪教育大学 教育学部 U062
大阪府 近畿大学 経営学部 経営学科 U065
大阪府 大阪大谷大学 人間社会学部 U080
大阪府 摂南大学 法学部 U112

大阪府 大阪学院大学
商学部、経営学部、経済学部、法学部、外国語学
部、国際学部、情報学部

商学科、経営学科、ホスピタリティ経営学科、経済学科、法学科、英語学科、国際学
科、情報学科 U114

大阪府 帝塚山学院大学 人間科学部 U116
大阪府 森ノ宮医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 U127
大阪府 大阪産業大学 人間環境学部 スポーツ健康学科 U143
大阪府 大阪電気通信大学 医療福祉工学部 健康スポーツ科学科 U167
大阪府 関西大学 人間健康学部 人間健康学科 U173
大阪府 阪南大学 流通学部 U182
大阪府 羽衣国際大学 現代社会学部 現代社会学科 U188
大阪府 大阪経済法科大学 U192
大阪府 大阪経済大学 人間科学部人間科学科スポーツ健康コース 人間科学科（スポーツ健康コース） U196
大阪府 大阪成蹊大学 経営学部 スポーツマネジメント学科 U199
大阪府 大阪国際大学 人間科学部 スポーツ行動学科 U205
大阪府 桃山学院教育大学 人間教育学部 人間教育学科健康・スポーツ教育課程 U213
大阪府 太成学院大学 人間学部 健康スポーツ学科 U219
大阪府 大阪商業大学 総合経営学部／公共学部 公共経営学科／公共学科 U242
大阪府 大阪産業大学 スポーツ健康学部 U254

大阪府 関西大学
文学部、経済学部、商学部、社会学部、政策創造学
部、人間健康学部 U260

兵庫県 武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部 健康・スポーツ科学科 U015
兵庫県 武庫川女子大学短期大学部 健康・スポーツ学科 U016
兵庫県 園田学園女子大学 人間健康学部 総合健康学科 U070
兵庫県 神戸学院大学 共通教育センター事務室 スポーツマネジメントユニット／スポーツサイエンス・ユニット U113
兵庫県 関西国際大学 人間科学部 U139
兵庫県 神戸親和女子大学 教育学部 スポーツ教育学科 U140
兵庫県 芦屋大学 臨床教育学部 U166
兵庫県 兵庫大学 健康科学部 健康システム学科 U200
兵庫県 関西福祉大学 社会福祉学部 U224
兵庫県 甲南大学 共通教育センター U226
兵庫県 神戸医療福祉大学 人間社会学部 健康スポーツコミュニケーション学科 U229
兵庫県 宝塚医療大学 保健医療学部 鍼灸学科、柔道整復学科 U239
兵庫県 宝塚医療大学 保健医療学部 理学療法学科 U240
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兵庫県 関西福祉大学 教育学部 保健教育学科 U252
兵庫県 神戸国際大学 リハビリテーション学部 U267
奈良県 天理大学 体育学部 U010
奈良県 奈良教育大学 教育学部 U042

奈良県 帝塚山大学
文学部、経済学部、経営学部、経済経営学部、法学
部、心理学部、現代生活学部、教育学部

日本文化学科、経済学科、経営学科、経済経営学科、法学科、心理学科、食物栄養
学科、居住空間デザイン学科、こども学科、こども教育学科 U163

島根県 島根大学 教育学部 U187
岡山県 倉敷芸術科学大学 生命科学部 健康科学科 U063
岡山県 吉備国際大学 社会科学部 スポーツ社会学科 U073
岡山県 環太平洋大学 体育学部 U132
岡山県 環太平洋大学 次世代教育学部 U133
広島県 広島大学 教育学部 健康スポーツ系コース U021
広島県 福山平成大学 福祉健康学部 健康スポーツ科学科 U067
広島県 広島経済大学 経済学部 スポーツ経営学科 U202
広島県 広島文化学園大学 人間健康学部 スポーツ健康福祉学科 U251
広島県 広島国際大学 健康スポーツ学部 U262
山口県 山口大学 教育学部 U031
山口県 周南公立大学 経済学部、福祉情報学部 U057
山口県 東亜大学 人間科学部 スポーツ健康学科 U078
山口県 至誠館大学 現代社会学部 現代社会学科 U153
徳島県 徳島大学 総合科学部 U158
香川県 高松大学 経営学部 U197
愛媛県 愛媛大学 社会共創学部 U227
愛媛県 聖カタリナ大学 人間健康福祉学部 健康スポーツ学科 U259
福岡県 福岡大学 スポーツ科学部 U006
福岡県 九州共立大学 スポーツ学部 U106
福岡県 日本経済大学 経済学部 健康スポーツ経営学科 U135
福岡県 九州国際大学 法学部、現代ビジネス学部 U157
福岡県 西日本短期大学 健康スポーツコミュニケーション学科 U208
福岡県 久留米大学 人間健康学部 U243
佐賀県 佐賀大学 教育学部 健康ｽﾎﾟｰﾂ科学講座 U032
長崎県 長崎国際大学 人間社会学部／国際観光学科 U125
長崎県 西九州大学 健康福祉学部 スポーツ健康福祉学科 U212
熊本県 東海大学 経営学部、文理融合学部 経営学科、マネジメント学科 U117
熊本県 熊本学園大学 社会福祉学部 ライフ･ウェルネス学科 U175
熊本県 九州看護福祉大学 看護福祉学部 鍼灸スポーツ学科 U183
宮崎県 宮崎産業経営大学 法学部、経営学部 U094
宮崎県 九州保健福祉大学 社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科 U144
鹿児島県 鹿屋体育大学 体育学部 U002
沖縄県 名桜大学 人間健康学部 スポーツ健康学科 U087
沖縄県 沖縄大学 人文学部 福祉文化学科（健康スポーツ福祉専攻） U201
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P6
免除適応コース承認校
認定校ID一覧（専門学校）

2022年4月1日現在

都道府県 学校名 学部名 学科・コース名 認定校ID
北海道 北海道スポーツ専門学校 スポーツ未来学科・スポーツトレーナー学科・スポーツ健康学科 C002
北海道 札幌スポーツ＆メディカル専門学校 アスレティックトレーナー科 C038
北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 スポーツトレーナー学科 C050
宮城県 仙台リゾート＆スポーツ専門学校 アスレティックトレーナー科 C021
宮城県 仙台医健・スポーツ専門学校 スポーツ科学科 C049
福島県 郡山健康科学専門学校 メディカルスポーツ柔道整復学科 C035
千葉県 千葉リゾート&スポーツ専門学校 スポーツトレーナー科 C047
東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 スポーツ健康学部 C007

東京都 日本工学院八王子専門学校
スポーツ健康学科、スポーツ健康学科３年制、スポーツトレーナー科、スポーツトレー
ナー科３年制 C009

東京都 東京リゾート＆スポーツ専門学校 スポーツトレーナー科、アスレティックトレーナー科、アスレティックトレーナー科夜間部 C016
東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 アスレティックトレーナー科 C017
東京都 東京健康科学専門学校 健康スポーツ学科 C019
東京都 東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校 スポーツトレーナー科、スポーツインストラクター科 C020
東京都 花田学園 アスレティックトレーナー専攻科 C029
東京都 首都医校 アスレティックトレーナー学科（昼間部・夜間部）、スポーツトレーナー学科（昼間部） C046
東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 アスレティックトレーナーコース C052
東京都 東京健康科学専門学校 栄養士科 C055
神奈川県 神奈川衛生学園専門学校 医療専門課程 東洋医療総合学科 C013
神奈川県 横浜YMCAスポーツ専門学校 スポーツインストラクター科、スポーツトレーナー科 C028
神奈川県 横浜リゾート＆スポーツ専門学校 アスレティックトレーナー科、スポーツトレーナー科、健康スポーツ科 C033

新潟県 アップルスポーツカレッジ
アスレティックトレーナー科、スポーツトレーナー科、こどもインストラクター科、バスケッ
トボール専攻科、バスケットボール総合学科、スポーツビジネス科 C008

長野県 信州スポーツ医療福祉専門学校 スポーツトレーナー学科 C059
静岡県 専門学校浜松医療学院 アスレティックトレーナー学科 C030
静岡県 東海医療学園専門学校 鍼灸マッサージ科、鍼灸科 C040
愛知県 名古屋平成看護医療専門学校 アスレティックトレーナー学科 アスレティックトレーナー専攻 C015
愛知県 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校 アスレティックトレーナー科 C022
愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 スポーツ科学科、スポーツマネジメントテクノロジー科 C054
京都府 京都医健専門学校 スポーツ科学科 C048
大阪府 大阪社体スポーツ専門学校 健康スポーツ科 C001
大阪府 大阪教育福祉専門学校 教育・保育科 C004
大阪府 大阪リゾート＆スポーツ専門学校 アスレティックトレーナー科 C023
大阪府 大阪医専 アスレティックトレーナー学科 C024
大阪府 大阪ハイテクノロジー専門学校 スポーツ科学科、鍼灸スポーツ学科、柔道整復スポーツ学科 C025
大阪府 履正社医療スポーツ専門学校 スポーツ学科、鍼灸学科、柔道整復学科、理学療法学科 C027
大阪府 平成医療学園専門学校 柔道整復師科、鍼灸師科 C056
大阪府 履正社スポーツ専門学校 北大阪校 スポーツ学科（テニス・ソフトテニスコース、野球コース） C057
岡山県 美作市スポーツ医療看護専門学校 柔道整復スポーツトレーナー学科 C058
香川県 四国医療専門学校 スポーツ医療学科 C045
福岡県 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 アスレティックトレーナー科、健康スポーツ科、スポーツトレーナー科 C026
福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 スポーツ科学科 C044
福岡県 九州医療スポーツ専門学校 アスレティックリハビリテーション・スポーツトレーナー学科 C053
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